
1B1a01-05 三谷 塁一 1B1p01-05 米澤 貴之 1D3a02-05 河村 達郎 1D3p01-05 八代田 陽子

1B1a06-10 只石 幹 1B1p06-10 木村 郁夫 1D3a06-10 西村 慎一 1D3p06-10 松浦 英幸

1B1a11-15 市 育代 1B1p11-15 山田 潔 1D3a11-15 齊藤 安貴子 1D3p11-14 長 由扶子

1B2a01-05 佐藤 ちひろ 1B2p01-05 野口 治子 1D4a02-05 斉藤 竜男 1D4p01-05 榎本 賢

1B2a06-10 奥西 智哉 1B2p06-10 佐藤 信浩 1D4a06-10 倉持 幸司 1D4p06-10 岡田 正弘

1B2a11-15 橋本 博之 1B2p11-15 小川 剛伸 1D4a11-15 滝川 浩郷 1D4p11-15 久世 雅樹

1B3a01-05 伊東 秀之 1B3p01-05 村田 和加惠 1D5a02-05 網干 貴子 1D5p01-05 崔 宰熏

1B3a06-10 岡 大貴 1B3p06-10 吉岡 泰淳 1D5a06-10 清水 伸泰 1D5p06-10 小谷 真也

1B3a11-15 神山 かおる 1B3p11-15 岡崎 由佳子 1D5a11-15 桝谷 貴洋 1D5p11-13 呉 静

1B4a01-05 板倉 正典 1B4p01-05 山下 陽子 1D7a01-05 佐藤 由也 1D7p01-05 橘 信二郎

1B4a06-10 中村 浩蔵 1B4p06-10 大木 淳子 1D7a06-10 菊川 寛史 1D7p06-10 古屋 俊樹

1B4a11-15 南 育子 1B4p11-15 井上 博文 1D7a11-15 熊野 匠人 1D7p11-15 梅野 太輔

1B5a02-05 津田 真人 1B5p01-05 薩 秀夫  1D8p01-05 新谷 政己

1B5a06-10 高橋 恭子 1B5p06-10 細野 朗 1D8a07-10 倉橋 健介 1D8p06-10 水口 千穂

1B5a11-14 田中 沙智 1B5p11-15 長野 隆男 1D8a11-14 高妻 篤史 1D8p11-14 櫻間 晴子

1C1a01-05 平沢 敬 1C1p01-05 片山 琢也 1E1a01-05 尾形 慎 1E1p01-05 吉田 彩子

1C1a07-10 河井 重幸 1C1p06-10 竹下 典男 1E1a06-10 平野 貴子 1E1p06-10 那須野 亮

1C1a11-15 橋本 賢一 1C1p11-15 松尾 安浩 1E1a11-15 吉田 裕美  

1C2a01-05 井澤 真吾 1C2p01-05 江口 陽子 1E2a01-05 志田 洋介 1E2p01-05 倉田 淳志

1C2a06-10 春田 伸 1C2p06-10 福田 良一 1E2a06-10 木村 泰久 1E2p06-10 川上 直輝

1C2a11-15 田中 瑞己 1C2p11-15 米山 裕 1E2a11-15 三浦 大樹 1E2p11-13 古川 那由太

1C3a02-05 堀 知行 1C3p01-05 安藤 晃規 1E3a01-05 松川 隼也 1E3p02-05 細野 崇

1C3a06-10 福田 泰久 1C3p06-10 吹谷 智 1E3a06-10 山本 祐司 1E3p06-10 成川 真隆

1C3a11-15 竹中 慎治 1C3p11-13 松崎 千秋 1E3a11-15 久米 一規 1E3p11-13 山内 祥生

1C4a02-05 緋田 安希子 1C4p01-05 小川 哲史 1E4a01-05 朝比奈 雄也 1E4p02-05 岡田 貴裕

1C4a06-10 田島 誉久 1C4p06-10 小川 哲弘 1E4a06-10 土肥 博史 1E4p06-10 梶浦 裕之

1C4a11-14 根本 理子 1C4p11-15 亀谷 将史 1E4a11-13 菊間 隆志 1E4p11-13 佐藤 ちひろ

1C5a01-05 萩原 大祐  1E5a01-05 牧野 祥嗣 1E5p01-05 高野 真希

1C5a06-10 西山 辰也 1C5p06-10 國武 絵美 1E5a06-10 竹野谷 美穂子 1E5p06-10 前田 勇

1C5a11-15 丸山 潤一 1C5p11-15 折田 和泉 1E5a11-15 片山 幸江 1E5p11-15 奈良井 朝子

1C7a01-05 金内 誠 1C7p01-05 今村 壮輔 1E6a02-05 若林 孝俊 1E6p02-05 高橋 公咲

1C7a06-10 片岡 尚也 1C7p06-10 高妻 篤史 1E6a06-10 草島 美幸 1E6p06-10 宮川 拓也

1C7a11-15 若井 暁 1C7p11-13 大槻 隆司 1E6a11-14 野村 崇人 1E6p11-14 北畑 信隆

 1D1p01-05 川上 寛子  1E7p01-05 田茂井 政宏

1D1a06-10 片山 琢也 1D1p06-10 松崎 弘美 1E7a07-10 小西 範幸 1E7p06-10 小栗 秀

1D1a11-15 高野 真希 1D1p11-13 栗原 新 1E7a11-13 安保 充 1E7p11-14 永嶌 鮎美

1D2a01-05 佐藤 康治 1D2p01-05 宮永 顕正

1D2a06-10 長谷部 文人 1D2p06-10 白石 太郎

1D2a11-15 田浦 太志 1D2p11-15 小笠原 泰志

一般講演座長一覧表　（変更の場合がありますので当日、会場でご確認下さい。）

会
場

3月24日 会
場

3月24日

午前 午後 午前 午後

B1 D3

B2 D4

B3 D5

B4 D7

B5 D8

C1 E1

C2 E2

C3 E3

C4 E4

C5 E5

C7 E6

D1 E7

D2



3B1a01-05 佐々木 栄太 3B1p03-05 前多 隼人 3D3a03-05 野川 俊彦 3D3p02-05 二村 友史

3B1a06-10 高橋 春弥 3B1p06-10 小林 彰子 3D3a06-10 風見 紗弥香 3D3p06-10 柳田 亮

3B1a11-15 服部 秀美 3B1p11-14 田中 充 3D3a11-15 川谷 誠 3D3p11-14 宮前 友策

3B2a01-05 安田 みどり 3B2p01-05 谷口 慈将 3D4a01-05 中崎 敦夫  

3B2a06-10 能見 祐理 3B2p06-10 関 哲也 3D4a06-10 小倉 由資 3D4p07-10 近藤 竜彦

3B2a11-15 田中 福代 3B2p11-14 小南 友里 3D4a11-15 安部 真人 3D4p11-15 水野 美麗

3B3a01-05 西津 貴久 3B3p01-05 石川 洋哉 3D5a02-05 菰田 俊一 3D5p01-05 網干 貴子

3B3a06-10 八田 一 3B3p06-10 甲元 一也 3D5a06-10 森 美穂子 3D5p06-10 吉澤 結子

3B3a11-15 大坪 研一 3B3p11-14 榎元 廣文 3D5a11-15 此木 敬一 3D5p11-15 熊澤 茂則

3B4a01-05 赤川 貢 3B4p01-05 中島 健一朗 3D7a01-05 藤原 慶 3D7p01-05 日比 慎

3B4a06-10 美藤 友博 3B4p06-10 戸田 安香 3D7a06-10 吉田 晃 3D7p06-10 山下（鮫島） 結香

3B4a11-15 美藤 友博 3B4p11-15 三谷 塁一 3D7a11-15 廣江 綾香 3D7p11-15 樋口 裕次郎

3B5a01-05 荻田 佑 3B5p01-05 足立(中嶋) はるよ  3D8p01-05 山田 美和

3B5a06-10 西山 千春 3B5p06-10 杉浦 義正 3D8a08-10 里村 武範 3D8p06-10 山元 季実子

3B5a11-15 藤村 由紀 3B5p11-15 鈴木 卓弥 3D8a11-14 阪本 鷹行 3D8p11-15 北本 宏子

3C1a01-05 田淵 光昭 3C1p01-05 島田 友裕 3E2a02-05 米田 一成 3E2p01-05 井深 章子

3C1a06-10 天知 誠吾 3C1p06-10 高橋 正之 3E2a06-10 熊野 匠人 3E2p06-10 青野 陸

3C1a11-15 善藤 威史 3C1p11-15 田村 倫子 3E2a11-15 戸田 弘 3E2p11-15 畑中 唯史

 3C2p01-05 田代 陽介 3E3a03-05 佐々木 崇 3E3p02-05 八代 拓也

3C2a06-10 有岡 学 3C2p06-10 河野 祐介 3E3a06-10 小林 彰子 3E3p06-10 安岡 顕人

3C2a11-15 兼崎 友 3C2p11-15 浜本 晋 3E3a11-14 篠崎 文夏 3E3p11-13 井上 順

3C3a04-05 桝尾 俊介 3C3p01-05 三浦 健 3E4a02-05 前田 恵 3E4p01-05 岩槻 健

3C3a06-10 三浦 夏子 3C3p06-10 小柳 喬 3E4a06-10 宮川 淳 3E4p06-10 鈴木 司

3C3a11-15 矢野 大和 3C3p11-14 橋本 義輝 3E4a11-15 三崎 亮 3E4p11-15 栗谷 健志

3C4a02-05 鈴木 智大 3C4p01-05 羽城 周平 3E5a01-05 滝田 禎亮 3E5p01-05 岩崎 崇

3C4a06-10 若井 暁 3C4p06-10 宮腰 昌利 3E5a06-10 田中 啓介 3E5p06-10 千葉 洋子

3C4a11-15 佐藤 由也 3C4p11-15 松岡 聡 3E5a11-15 伊達 康博 3E5p11-15 石野 園子

3C5a01-05 手塚 武揚 3C5p01-05 赤沼 元気 3E6a01-05 古川 岳人

3C5a06-10 水口 千穂 3C5p06-10 新谷 尚弘 3E6a06-10 北島 佐紀人

3C5a11-15 古園 さおり 3C5p11-15 政井 英司 3E6a11-14 矢崎 一史

3C7a02-05 谷 修治 3C7p01-05 織田 健 3E7a01-05 和氣 駿之 3E7p01-05 大場 幸江

3C7a06-10 山田 美和 3C7p06-10 堀田 夏紀 3E7a06-10 高橋 征司 3E7p06-10 間崎 剛

3C7a11-14 鈴木 史朗 3C7p11-15 渡辺 大輔 3E7a11-15 宮本 皓司 3E7p11-15 一瀬 智美

 3D1p02-05 二神 泰基 3E8a02-05 鈴木 道生 3E8p01-05 齊藤 安貴子

3D1a06-10 二瓶 賢一 3D1p06-10 浅水 俊平 3E8a06-10 木村 泰久 3E8p06-10 平井 洋行

3D1a11-15 西脇 寿 3D1p11-15 二宮 章洋 3E8a11-15 恩田 真紀 3E8p11-15 井出 曜子

 3D2p01-05 南 篤志

3D2a06-10 尾崎 太郎 3D2p06-10 松田 研一

3D2a11-15 丸山 千登勢 3D2p11-14 恒松 雄太

一般講演座長一覧表　（変更の場合がありますので当日、会場でご確認下さい。）

会
場

3月26日 会
場

3月26日

午前 午後 午前 午後

B1 D3

B2 D4

B3 D5

B4 D7

B5 D8

C1 E2

C2 E3

C3 E4

C4 E5

C5 E6

C7 E7

D1 E8

D2



4B1a01-05 森川 敏生 4D2a02-05 吉永 直子

4B1a06-10 堤 理恵 4D2a06-10 工藤 史貴

4B1a11-15 野村 亘 4D2a11-15 米山 香織

4D3a02-05 渡邊 善洋

4B2a06-10 仲川 清隆 4D3a06-10 齋藤 駿

4B2a11-15 森光 康次郎 4D3a11-14 小松 護

4B3a01-05 野口 智弘 4D4a01-05 安立 昌篤

4B3a06-10 草野 都 4D4a06-10 谷森 紳治

4B3a11-15 小倉 立己 4D4a11-15 橋床 泰之

4B4a02-05 藍原 祥子 4D5a01-05 柳瀬 笑子

4B4a06-10 物部 真奈美 4D5a06-10 吉田 久美

4B4a11-15 丹羽 利夫 4D5a11-15 福士 幸治

4B5a02-05 若生 豊  

4B5a06-10 伊藤 智広 4D7a06-10 荒木 希和子

4B5a11-13 好田 正 4D7a11-15 田代 幸寛

4C1a01-05 原田 直樹  

4C1a06-10 森 紀之 4E1a07-10 岡村 英治

4C1a11-15 水重 貴文 4E1a11-15 田村 隆

4C2a01-05 西田 洋巳 4E2a01-05 田上 貴祥

4C2a06-09 由里本 博也 4E2a06-10 鈴木 宏和

 4E2a11-15 福田 泰久

4C3a01-05 小川 拓哉 4E3a01-05 小山 文隆

4C3a06-10 市川 俊輔 4E3a06-10 長田 和実

4C3a11-15 岩井 伯隆 4E3a11-15 清水 誠

4C4a01-05 鈴木 義之 4E4a01-05 山田 秀俊

4C4a06-10 水谷 治 4E4a06-10 只石 幹

4C4a11-15 兒島 孝明 4E4a11-15 黒木 勝久

4C5a02-05 金原 和秀 4E5a01-05 志波 優

4C5a06-10 桑名 利津子 4E5a06-10 三浦 夏子

4C5a11-15 永田 裕二 4E5a11-15 田中 瑞己

4C7a01-05 豊川 洋一 4E7a01-05 野村 啓一

4C7a06-10 重松 亨 4E7a06-10 森田 重人

4C7a11-15 小柳 喬 4E7a11-15 奥田 綾

4D1a02-05 蓮沼 誠久

4D1a06-10 石垣 祐二

4D1a11-14 阪本 鷹行

一般講演座長一覧表　（変更の場合がありますので当日、会場でご確認下さい。）

会
場

3月27日 会
場

3月27日

午前 午後 午前 午後

B1 D2

B2 D3

B3 D4

B4 D5

B5 D7

C1 E1

C2 E2

C3 E3

C4 E4

E7

C5 E5

D1

C7


